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まえがき

いつでも利用できる自動販売機は，生活のなかに完全に

定着した。しかし，深夜の運転や蛍光灯の点灯などから，

電気の無駄使いをしているという批判も一方ではある。

1997年に開催された気候変動枠組み条約第 3回締約国会

議（地球温暖化防止京都会議）を契機に，環境に配慮した

製品の重要性が急速に高まってきた。

富士電機では，こうした社会的要求を先取りし 8年前か

ら自動販売機のライフサイクルアセスメントの観点から，

省エネルギーを中心とする「環境にやさしい」製品開発に

取り組んできた。なかでも缶自動販売機は，業界の最先端

技術を駆使し，業界 No.1 の省エネルギー化を達成してい

る。

99年機開発にあたっては，いっそうの省エネルギー化を

図り，業界トップを堅持するため，

断熱構造の強化

新しい省エネルギー制御の構築

機能部品の高効率化

冷却システムの能力アップ

など広範囲にわたるアイテムについて推進し搭載した。

自動販売機が社会的に認知され，今後さらに発展するた

めに重要な位置づけにある，缶自動販売機の省エネルギー

技術の概要について以下に紹介する。

省エネルギー技術開発のポイント

図１は，缶自動販売機が年間に消費する電力量の割合を

機能部品別に示したもので，冷却・加熱および蛍光灯の消

費量が 90 ％以上を占めていることが分かる。

さらに，熱ロスの原因別割合を求めると，図２のように

なる。以上のデータをもとに，99年機開発において，表１

に示す項目に開発のポイントをおき推進した。

２.１ 断熱構造の強化

缶自動販売機に 500mL ペットボトルが販売できる大形

ラックの搭載が必須（ひっす）となっている。この大形ラッ
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図２　熱ロスの原因別割合

表１　省エネルギー技術開発のポイント 

項　目 

断熱の強化 

主な開発アイテム 

真空断熱材の採用，ウレタン断熱材の強化 

庫内ファンモータ，室外ファンモータの直流 
電源化 

蒸発器，凝縮器の能力アップ 

商品温度維持，省エネルギー制御の強化 

調光機能付一体形インバータの開発 

ファンモータの直流電源化 

冷却システムの能力アップ 

新制御方式の完成 

蛍光灯のインバータ化 
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クは通常のサーペンタイン式ラックより幅が大きい。この

ため従来と同一幅の缶自動販売機とするには，各部の断熱

材の厚みを小さくし，大形ラックを搭載する必要があった。

しかし，断熱材の厚みを小さくすると消費電力量が悪化す

るため，断熱構造を次のように強化した。

ウレタン気泡の微細化による断熱効率の向上

庫内を仕切る断熱壁への真空断熱材の採用による断熱

効率の向上

， の対応により消費電力量が従来より改善すること

を冷却シミュレーションによる検証を進めながら，断熱構

造の強化を図った。

２.２ 新しい省エネルギー制御

省エネルギー化を図りながらも販売する商品の温度は一

定に保つ必要がある。商品温度に影響を与える要因として

は設置環境の違い，機種による庫内寸法の違いなど，さま

ざまであるが，どのような状況下でも常に飲料商品を最適

な温度に保つことを可能とし，大幅な省エネルギー効果が

得られる制御を確立した。

２.３ 機能部品の高効率化

消費電力量を減らすためには，効率の良い機能部品を使

用することも重要である。図１からも分かるように消費電

力量の多い，蛍光灯・ファンモータの高効率化による省エ

ネルギー化を図った。

２.３.１ ファンモータの直流電源化（DCモータ化）

缶自動販売機ではこれまで，庫内を冷却・加熱するファ

ンモータおよび凝縮器の熱交換を行うファンモータに交流

式くま取りモータを採用してきた。

この方式であると，安価ではあるが回転時の損失が大き

く，効率が 10 ～ 15 ％程度であった。99年機開発において

はこの部分に着目し，効率が 2～ 3倍よい缶自動販売機用

DCファンモータを開発した。

２.３.２ 蛍光灯点灯方式のインバータ化

自動販売機の蛍光灯を安定器点灯方式から効率のよいイ

ンバータ点灯方式に替えるために，自動販売機用として専

用蛍光灯インバータを開発し，蛍光灯消費電力の大幅な削

減を実現した。

以上のようなアイテムを99年機に搭載した結果，20セレ

クション機において，95年機の省エネルギー運転と比較し

約 30 ％の省エネルギー化を図ることができ，98年機と比

較しても約 20 ％の省エネルギー化を達成した。

図３に消費電力量の推移を表す。

主要構成技術

３.１ 真空断熱材

各庫内を隔てる仕切板による熱ロスの割合は，全体の

20 ％を超えるものであり消費電力量上無視できない。ま

た，大形ラックを搭載した99年機を考慮すると，仕切板の

厚みを 10 ％薄くする必要があった。しかし，年間の消費

電力量は 4％悪化することが予想できたため，薄くても断

熱性能のよい高性能仕切板を開発する必要があった。

その手段として，自動販売機用の真空断熱材を開発し仕

切板に採用することで，断熱特性の向上を図った。従来の

発泡ウレタンに対し真空断熱材の熱伝導率は約 1/3 の

0.007W/（m・K）であり，仕切板全体としても，熱移動量

を約 40 ％低減できることを基礎試験において確認した。

図４は真空断熱材を採用した仕切板の概略図である。外

側鉄板の内部に真空断熱材を配置し，周囲に発泡ウレタン

を充てんしている。左図に真空断熱材の内部構造を示す。

ファインセルウレタン発泡コア材を外包材で覆い，内部

の真空度を 6.7 Pa 以下にしている。

真空断熱材を採用するには周囲温度が高い環境下で断熱

性能を長期にわたり，いかに確保するかという課題があっ

たが，真空度低下の原因となるコア材からのアウトガスを

吸着する化学反応式のゲッタ剤とし，さらに外部からのガ

ス侵入を防ぐため PET（ポリエチレンテレフタレート樹

脂），アルミニウムはくなど 4層からなる高信頼性の外包

材を開発，採用した。これにより断熱性能の長期維持が実

現でき，また仕切板を 10 ％薄くしたにもかかわらず消費

電力量としては年間で 4％改善することができた。

３.２ 冷却装置の省エネルギー制御

缶自動販売機の冷却装置の運転状態は，設置する環境の
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違いや商品補充時の扉開閉など，さまざまな条件で変化す

る。こうした変化に影響されることなく，どのような状況

においても常に安定した運転を行うとともに，最適な商品

温度を保ち，大幅な省エネルギー効果を実現する，新しい

省エネルギー制御の特徴について以下に述べる。

３.２.１ 各庫内バランス制御（差温制御・同期制御）

缶自動販売機は，図５に示すように一つの圧縮機で各庫

内の冷却を行っている。図６に示すような上昇下降のバラ

ンスを各庫内同士で保つことが省エネルギーにつながるこ

とから，各庫内の下降温度のバランスを保つ目的で，差温

制御を開発した。この制御は庫内ごとの温度差を監視し，

各庫内の下降温度の速度に差が出た場合，冷えの速い庫内

の冷却をいったん中断して冷えの悪い庫内を集中的に冷却

するものである。さらに，各庫内の温度推移のバランスを

保つために，同期制御を開発した。これは，各庫内別々に

冷却を開始するのではなく，全庫内が冷却開始温度以上に

なったときに全庫内が同期して冷却を開始する制御である。

これらにより必ず冷却装置の停止状態を確保することが

可能となり，設置環境や製品の違いに左右されることなく，

省エネルギー効果を引き出せるようにした。図７は実機で

の庫内温度変化を表しており，差温・同期制御により運転

停止状態が確保されている。

３.２.２ 電磁バルブの省エネルギー制御

自動販売機の冷却効率は，図５に示すように一つの圧縮

機で各庫内に送る冷媒の流れをいかに効率的にコントロー

ルするかであり，その研究を行った。

その結果，圧縮機に負担をかけることなく省エネルギー

効果を最も引き出すことができる，圧縮器と電磁バルブの

オンオフタイミングを見つけ出し，冷却装置の電磁バルブ

開閉制御として搭載した。

３.３ ファンモータの直流電源化（DCモータ化）

DCモータは効率が 40 ～ 45 ％と高く，消費電力量の低

減には有効である。また周波数の違いによる回転数の差が

なく，どの地域においても一定の風量が得られることや，

運転時の熱発生が小さく，冷却効率も良くなるといった長

所があることから，自動販売機用DCファンモータを開発

した。

３.３.１ 庫内ファンモータ

モータ構造

庫内ファンモータに使用するには，冷却運転中や商品補

てん時の結露に留意する必要がある。そこで軸受，シャフ

ト，ハーネス部以外は樹脂成型モールドで覆う構造とし，

結露水による異常が発生しないようにした。取付けについ

てもモールド形状に工夫を加え，従来６部品で構成してい

たものを 3部品で取り付けられるようにし，サービス時の

メンテナンス性にも配慮した。図８ に外観を示す。

冷却効率の向上

省エネルギー運転時，販売本数が少ないときは図９に示

すように，庫内ファンモータを秒単位でオンオフ制御しリ

ズム風（間欠運転）により冷却している。リズム風のオン

時間に多くの循環空気を送ることで冷却効率は向上できる。

そこで，DC化にあたり，起動トルクを従来より大きくし，

オン直後の回転数上昇速度を速めた。図 はDCモータと

従来モータとの回転数上昇時間の比較であり，回転数は

DCモータのほうが同じ時間でも約 1.2 倍多く，平均回転
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数を上げることにより冷却効率が向上する。これにより商

品温度の均一化および冷却装置の運転率改善を図った。

長寿命化

庫内ファンモータは－20 ～＋80 ℃という非常に厳しい

環境で使用される。特に高温時には軸受の寿命に対する影

響が懸念された。そこで高温時の寿命を満足する軸受と軸

受潤滑剤の選定を行うとともに，庫内空気管理温度やファン

制御温度の見直しを実施した。その結果，軸受温度を従来

と比較し 10 ℃低下させることができ，長寿命化を実現し

た。

３.３.２ 凝縮器用ファンモータ

風量のアップによる熱交換能力の向上

近年，自動販売機は設置スペースの縮小から，凝縮器の

排気スペースが少なくなってきている。この影響から十分

な熱交換が行われず，運転数の上昇を招く結果となってい

る。凝縮器の熱交換を促進し，冷却能力向上を狙いとして

凝縮器用ファンモータの DC化に際し，回転数を 12 ％増

やした。また，本体側の排気口面積を大きくし，排気しや

すくする工夫も同時に実施した。

構　造

図８ に外観を示す。缶自動販売機は屋外に設置される

ことが多い。このため外部環境の影響を受けやすく，凝縮

器用ファンモータとして使用するには耐じん性が要求され

る。今回開発したモータは軸受の露出を少なくし，また，

モータ内部へちりが入りにくいファンを採用した。

３.４ 蛍光灯インバータの自動販売機適用技術

３.４.１ 自動販売機用一体形インバータの開発

従来の安定器点灯方式に替えて効率のよい蛍光灯インバー

タ点灯方式を自動販売機に適用するには，低コストで容量

と本数の異なる各機種ごとの蛍光灯に対応することが必要

であった。

そこで，数本の蛍光灯を点灯できる一体形のインバータ

を開発し，部品点数の削減を実施するとともに，各機種に

搭載される蛍光灯の容量や本数をできるだけ統一すること

で，インバータの種類を減らすことを実現した。これによ

り小形で低コストな自動販売機用途に合う一体形インバー
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タを完成させた。

３.４.２ 波形カット運転による調光省エネルギー制御

蛍光灯の明るさを従来の安定器なみに抑えることにより

省エネルギー効果は得られるが，さらに販売の少ないとき

にインバータ出力の波形をカットし蛍光灯の明るさを調光

することで，図 に示すように蛍光灯の消費電力量を 50 ％

削減（安定器比）することができる蛍光灯省エネルギー制

御を完成させた。

あとがき

以上，缶自動販売機の最新の省エネルギー技術について

その概要を紹介した。

環境にやさしい製品開発に対する要求は今後ますます強

まることが予想される。

今後とも，社会的要求や市場ニーズは変化し続けると思

われるが，こうした要求を先取りし，構造・制御の両面か

ら省エネルギー技術の開発を行い，缶自動販売機の省エネ

ルギー化に取り組んでいきたい。

終わりに，本シリーズの開発にあたり種々のご助言，ご

援助をいただいた顧客ならびに関係各位に深く感謝の意を

表す次第である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2906370 須長　祐悟ネットワークにおける局番重複監視
方法

2906597 石井　新一
長谷川和彦

インバータ駆動交流電動機の速度制
御装置

2906764 後藤　真司冷蔵オープンショーケース

2906780 宇野　嘉夫自動販売機

2906803 平野　　孝
伊藤　達郎ショーケースの仕切部材支持構造

2906808 山田　英司
平田　賢二

オープンショーケースのフロント構
造

2906838 辻岡　　博巻取・巻出機の張力制御装置

2908218 寒河江繁市配電線負荷融通計算融通範囲設定方
式

2908219 寒河江繁市配電線負荷融通計算制約条件緩和方
法

2910188 伊藤　博之電動機の起動方法

2910192
軽部　邦彦
白石　博隆

星野　定雄

誘導加熱用インバータの制御定数自
動切り換え方法

2910254 高橋　正人自動販売機

2910259 交流回路の短絡装置

岩本　昌三
木村　幸雄

井出　安俊
川嶋　善明

2910282 蓄冷・蓄熱機能付自動販売機

村上　幸男2910330 半導体装置

松本　浩造
瀧川　亜樹2910334 接合方法

金城　秋夫
川崎　道夫2912546 真空溶解と加圧注湯兼用誘導炉

久志本昌一2913819 横軸ペルトン水車のハウジング

村田　幸雄
早馬　　弘2913874 ペルトン水車のノズル管保護シール

ド

梅沢　一喜2913889 PWMインバータの予測形瞬時値制
御方法

繁田　雅信2913902 自動販売機のデータ設定・表示装置

笹川　清明
三木　広志
宮坂　忠志

2913699 電圧駆動形半導体素子の駆動回路

上野　　学2910353 配電用開閉器制御装置

上釜　和人2911667 プログラマブルコントローラのプロ
グラミング装置

2910300 漏電遮断器の包装箱およびその取扱
説明書

今村　一彦2910324 プリント基板の製造方法



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




